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平成２９年度 第 1回景観審議会 議事録 

日時：平成２９年８月４日（金）１０時００分～１１時１５分 

場所：土浦市役所 本庁舎 研修室１ 

 

１．出席者： 

審 議 委 員：野中会長、山本副会長、豊崎委員、久保田委員、吉田委員 

  事    務    局：船沢都市産業部長、塚本都市計画課長、福澄都市計画課課長補佐、岡田都 

市計画課主幹、森本都市計画課主事、鈴木都市計画課課長補佐、錦織都市 

計画課技師 

                     ※順不同 

２．傍聴人：２名 

３．議題 

（１）開会 

（２）挨拶 

（３）議題 

【協議事項】 

①土浦市屋外広告物条例の策定について 

・土浦市屋外広告物条例骨子（案）について （資料１） 

・パブリックコメントの実施結果について  （資料２） 

     ②亀城モール整備事業について        （資料３） 

（４）その他 

（５）閉会 

 

■開会 

（事務局）定刻になりましたので、平成２９年度の第１回景観審議会を開催します。はじめに、

野中会長よりご挨拶をいただきます。 

 

■野中会長挨拶 

 

■資料確認 

 

■議事録署名人の指名 

豊崎委員を議事録署名人に指名。 

 

（野中会長）それでは、次第にもとづいて、協議事項の１つ目、土浦市屋外広告物条例の策定に

ついて、事務局より説明お願いします。 

 

■議事 

◆ 協議事項 （１）土浦市屋外広告物条例の策定について 
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（事務局）資料１・資料２ 説明 

 

（野中会長）ご質問・ご意見あればお願いします。 

 

（委員）パブリックコメントについて、集合野立て看板は事例が無いためこういった質問が出て

いるんだと思いますが、地権者の方への周知を考えないと、業者さんの言うままに立ててし

まう現状は変わりません。こういう看板が設置できる交差点というのは限られるが、そうい

うところが上手くいかないと、せっかくいい提案だが難しいと思います。いま想定している

のは、協同病院のところですか。 

（事務局）国道６号の中貫交差点が一番想定されているところです。看板の上に看板が設置され

ているような状況で、業者さんも３社とかのレベルではなく、１０社近くあります。こうい

ったところも今後まとめていければと考えているので当然地権者さんにも周知できるように

進めていきたいと考えています。 

（委員）そういう例を見せながら、時間をかけながらでも改善していくということですね。 

（事務局）時間については２年、３年かかっていく案件ですが、地道にやっていくしかないと思

います。 

（委員）そこがこの質問者も心配していたところだと思いますが、地権者は事業者の方に話をさ

れて、いいですよ、と言ってしまうのでそこが上手く説明できるようなプロセスを経て景観

が整っていくのかなという印象を受けました。管理者は仕事として看板を設置し、地権者は

土地を貸すことでお金を受け取って、そういうところで感覚がずれてしまっているので、そ

ういうところを丁寧にやっていくと時間がかかるのかなと思います。 

（委員）本質的なところだと思います。広告物条例となると、広告を出す側のお店とか広告業者

に目が向きがちですが、野立て看板は地権者も介在するので、こういった施策についても、

地権者、市民全体に対して周知していく必要があります。条例が施行されるにあたって、市

民の方も含めて周知していく方法を検討して欲しい。ちなみに、地権者は月々、もしくは年

間いくらという形で土地を貸しているのですか。 

（事務局）数年契約で、結構高い額で貸しているようです。今までの違反指導の事例でいうと、

２年契約、３年契約で借りているからそれまで待ってくれと、そういった契約をしている方

が多いです。 

（委員）ある意味、低未利用地ですよね。使ってもらえてお金がもらえるなら、という地権者さ

んもいると思います。 

（委員）罰則というのは、どういう人に適用されるのですか。 

（事務局）罰則は、広告を掲げる人、広告主ではなくて、いわゆる立てている人になります。広

告事業者の場合もあるし、自分の会社のものを自分で立てている場合もあります。地権者さ

んまでは適用されません。 

（委員）野立広告物の高さ制限について、現状で越えてしまっているものの是正期間というのは

どの位になりますか。 



 

第 1 回 景観審議会   

 3 

（事務局）これまでも指導を行ってきており、現状立っているものは立て直す時までは認めてい

きます。実際、景観計画を作ったときにも１０ｍという指導はしていますので、それ以上の

ものを立てないようにお願いはしてきています。 

（委員）以前水戸で条例を策定した時にも、前の基準で立ててしまったものが１０ｍの規制にか

かるので１年で直してくれと言われたことがあって、お客さんの考え方もありますが、２ｍ

下げると隣の看板と重なってしまうので、それなら撤去しますということがありました。 

（事務局）基準に合わなくなるものについて、場所によっては３年といった猶予期間を設けてい

る場合もありますが、今までの調査の結果、それほど多くは無かったということ、また、是

正指導は何年もかけて行っていることなどから、ゆっくりと景観誘導していければと考えて

います。 

（委員）いつまでに撤去してくれ、というのはないと。 

（事務局）そうです。 

（委員）更新の手続きなどで改めて申請があれば是正措置ができると思いますが、無許可だった

り、設置した業者がいなくなってしまったりしているとやっかいですね。 

（委員）パブリックコメントの、許可申請への確認済証の添付というというのはどうですか。 

（事務局）。確認済証については、隣が建築指導課で、確認申請上も関連法令になっており、広告

物の許可が下りていないと確認済証を出せないので、その点については特に問題はありませ

ん。実際に問題なのは、確認申請を出さないで看板を立ててしまうことで、この質問も、例

えば払い下げ電柱などに看板をつけて確認申請をとらずに設置してしまうようなものが危険

ではないかということであり、広告物行政からだけではなく建築行政からも指導していくべ

きだろうという趣旨です。その点については、今後こちらからも指導していきたいと思いま

す。また、現時点でもそういったやりとりはしており、合法的に立てられている４ｍ以上の

ものについては広告物条例と建築確認についてはお互い確認をとっています。ただ、違法な

ものについては、何も出さずに設置しているので把握が難しい状態で、今後も調査しながら

指導していきたいと思います。 

（委員）違う点からかもしれませんが、許可を受けた広告物そのものに許可マークのようなもの

がついていれば、逆についていないものが違反だとすぐ分かるので、そういうことかなと思

いましたが、趣旨はそうではないと。ただ、今のような話はどうなのですか。 

（事務局）以前、捨て看板などで取入れていたことはありましたが、あまり目立ちませんでした。

現在も条例で、違反看板に違反しているという表示ができ、そちらの方が有効かと考えてい

ます。 

（委員）明らかに違反のものに、違反ですという大きな表示をすると。 

（委員）建築の場合は、建ててしまうと赤紙が貼られます。 

（委員）集合野立広告の１管理者が設置できる範囲について、１０㎡で区切る理由は何でしたか。 

（事務局）もともとは設置できないエリアなのでなるべく小さく作ってほしいことと、先ほどの

違反の状況を見ると、１地権者さんにかなりの数の業者さんが借りてバラバラに立てていま
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す。まとめる場合は、１０㎡までにして、３社３０㎡までは設置できるようにして数を減ら

したいというところです。１社のみ１０㎡が望ましいですが、何社も来るという現状から考

えて、他の業者さんも含めて全体で３０㎡までなら数社設置できるようにすることで整理し

ていきたいと思います。 

（委員）結局は５㎡の広告であれば３０㎡で６つの広告が付いてしまいます。市民としては、事

業者さんの違いは関係なくて、６つの広告があるという事実だけが問題です。逆に管理者が

数社あるよりも、１つの管理者が出したほうが統一されていいのではないでしょうか。それ

ぞれが共通したデザインにしてくれればいいのですが。 

（事務局）事前協議制度を設けて、共通のデザインにしてもらえるよう指導はしていきます。例

えば、今まで違反業者が５社いて、その中で１社だけに優先的に設置させるというのは望ま

しくないのかと思います。確かに１社のほうがきれいに出来るとは思いますが、現状で違反

がある部分については、ある程度インセンティブも無いと誰も言うことを聞いてくれなくな

ってしまいます。 

（委員）事業者が複数になった場合に、景観上美しくなるように事前協議をするということは書

いてありましたか。 

（事務局）現時点では記載はありませんが、あくまで例外的な規定なので事前協議制度は設けよ

うということで進めていきたいと思います。 

（委員）集合野立の脚の色についてはどのように考えていますか。 

（事務局）景観重要公共施設の際にもダークブラウンというのがあったので、それが望ましいの

かなという考えはありますが、委員の皆様からも意見をいただければと思います。 

（委員）周辺環境によってはダークブラウンがかえって目立つこともあるので、色を入れてしま

う危険性もあります。ただ、統一することは大事だと思うので、周辺環境に調和するという

ような言葉を入れておくといいのではなでしょうか。 

（事務局）ダークグレー、グレーベージュ、ダークブラウンなど３種類くらいの色を挙げて、周

辺の環境に合わせて、という方法もあるかと思います。 

（委員）確かに地域とか場所によって、色を選択するほうが望ましい。脚が目立ってはいけない

と思うので、風景に溶け込ませるような、事業者としても脚ではなく広告を見てもらいたい

でしょうから、性善説的に、その点は合わせてくれるのかなと思います。 

 

◆ 協議事項 （２）亀城モール整備事業について 

（事務局）資料３ 説明 

 

（野中会長）ご質問・ご意見あればお願いします。 

 

（委員）パースと平面図を比較した時に、パースには車止めがありませんが、安全性の面から、

裏の道からは入れないようになっているのですか。 
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（事務局）そうです。人は通れるようになっています。 

（委員）電柱も何本かありますが、それも何かするのですか。 

（事務局）今までは家があったのでそのための電柱で、その分については撤去する計画ですが、

市道側にある電柱はそのまま残す予定です。 

（委員）交差点側は広くなっていますが、イベントなどの時は使えるのですか。昔の滝の広場の

ほうが広くなっていますので、一体的に。 

（事務局）そうです。 

（委員）真ん中の横断している小道は、車が通過するための道ですか。 

（事務局）そうです。現況では、こういった道が３本ありますが、２つは閉じて１つは残す予定

です。 

（委員）無くてはならないものですか。 

（事務局）市道が一方通行になっており、また、この先が左折のみになってしまうので、出る際

に一箇所でも開けておかないと支障が出てきます。 

（委員）分断されてしまうのがもったいないですね。 

（委員）分断されているところの意匠を、単にアスファルトのグレーではなく、繋がっているよ

うな舗装にするのはどうでしょうか。 

（事務局）車を運転している側からすると、境が無いというのが危険ではないかというところも

あります。車道と歩道を色で区別できるというのも一つあるのではないかと思います。 

（委員）考え方としてシェアードスペースというものがあって、逆に歩行者や自転車が来ると思

わせれば、運転手も気をつけて運転するので、その方がここの部分については適切なのでは

ないかという気がしますが。 

（事務局）施工上は今おっしゃったようにできます。 

（事務局）その点については、安全管理の点も含めて再度検討したいと思います。 

（委員）交通量も勘案してということになると思いますが、それほどでもないということであれ

ば、スピードも出てないですし、かえってその方がいいと思います。 

（事務局）一部コインパーキングがあって、そういった車の出入りであるとか、使い勝手の面か

らもどういった形がいいのかを検討しながら、出来れば景観的にも連続性を持たせたほうが

いいということもありますが、安全面も検討しながら進めていきたいと思います。 

（委員）説明にあった川口川のイメージがきて、ここで途切れてしまうので、橋のようなイメー

ジの方がいいのではないでしょうか。せっかく川が来て道で途切れていたのでは意味がない

と思います。 

（事務局）参考にさせていただきながら検討したいと思います。 

（委員）欲を言えば、もう少しベンチがあったほうがいいのではないでしょうか。土浦はベンチ

が少ないですね。歴史の小径と土浦駅を繋ぐ唯一の公園なので、もっとゆっくりできるスペ

ース、緑があって、日陰があって、ベンチがある、道路に挟まれた所だがそういう方がいい

のかなと思います。 
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（委員）委員のご意見もありますが、私はこの場所でベンチに座る人がいるのかなと思っていま

す。道路に挟まれて、このスペースで、座る人はどういうきっかけで座るのでしょうか。疲

れて座るのかもしれませんが、座って楽しいのでしょうか。そういう場所になってしまった

らもったいないなと。座らないような場所ではない、もう少し魅力があって、そこに人が滞

留できるようなものになればいいですね。両側にもう少し緑を増やして、日よけがあればも

う少し違うと思いますが、ここでは計画されていません。 

   個人的な意見ですが、市道も含めて一体的に整備して、歩車共存で車は通れなくは無いが

スピードは落とし、もう少し広く広場のように使う方が、せっかく整備するのであればとい

うところはあります。あまりにも細長くて、パースのように人が歩いているイメージがあそ

この場所にないので、もう少し市道も含めて広く整備して、交通量も多くないでしょうから、

そういうところはあります。 

（委員）この照明は既製品ですか。車止めも。 

（事務局）そうです。 

（委員）雨水とかはどのように処理するのですか。浸透ですか。 

（事務局）市道と計画地の間に側溝を設けて、そこに収水する計画です。 

（委員）道は全体的にフラットになっているのですか。 

（事務局）市道も計画地もフラットにする予定です。 

（委員）ガラスの樹脂舗装部分も含めてですか。 

（事務局）そうです。 

（委員）誘導ブロックは引くのですか。 

（事務局）はい。 

（委員）色合いはどういった感じになるのですか。 

（事務局）障害者の団体の方とも現場を見て決めていきます。団体の方としては目立つ色の方が

いいとおっしゃっていて、ここに点字ブロックがあるよ、というのがわかる色で設置して欲

しいという意見があると思います。ある程度、どんな色がいいのかというのを聞いて、景観

という意味では似ている色にするのがいいとは思いますが、それが見づらいと言われると、

見やすいものを設置するしかないのかなと思っています。点字ブロックについては、国道１

２５号の歩道側につける予定なので、川を模したところに点字ブロックが入ったり、青のと

ころに黄色が入ったりすることはありません。 

（委員）中城通りの歴史の小径のところでも、黒い御影石のところに黄色いブロックがあっては

おかしいということで、団体の方にもお伺いして、結局は点字ブロックそのものの色が目立

つというよりも、脇との明度差があればいいということで、黄色ではなくて黒御影と差が出

るような設えになっています。今回の計画だと、道の途中で点字ブロックの色が変わってし

まう可能性がありますが。 

（事務局）基本的に、障害者の方は、先生がおっしゃるように色というよりはコントラストで点

字ブロックを把握するというのはありますが、白などは経年変化で汚れてくると見づらくな
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るという話があります。ですので、中城寄りが白で途中から黄色といったことがないよう、

色々相談しながら、使う人にとっても見やすいような配色、そういったものを現場で検討し

ていければと思います。 

（委員）街灯は既製品とのことですが、まわりのすぐ近くの街灯とも違っていて、他とのつなが

りについてはどう考えますか。 

（事務局）選定にあたっては、駅側のモール５０５のデザインと歴史の小径のデザインの中間と

いったものを選んでいます。確かに、市道についているものとは違ったデザインとなってい

ます。 

（委員）写真にある街灯は、いずれ無くなるのですか。 

（事務局）これはこのままです。 

（委員）ある程度高い位置の街灯ですよね。 

（事務局）そうです。 

（委員）そんなに高い位置のものでなくてもいいと思いますが。 

（委員）フットライトとかはどうですか。 

（委員）周りに高い街灯があるなら、無理に違う街灯をつけるのもおかしいのかなと思います。 

（事務局）脇に車が通っていますので、運転手にも見やすいというのがあるのですが、どのぐら

いの高さがベストなのかというのはあります。 

（事務局）横断歩道の付近などは高くて明度が高いものを使わなければならないので、全部低い

ものというのは難しい。 

（事務局）地区的に、街路灯を取ることで暗くなってしまうということもあるが、一方で景観と

いう面もあり、メリハリをつけた上で安全性・景観性に配慮して検討していきたいと思いま

す。 

（委員）会長の言うように、市道部分も含めて舗装できればいいと思います。細長いところに色々

詰め込みすぎているので、もっと広々しているほうが気持ちがいいですね。 

（委員）希望になりますが、ここがきれいになって、今まで見えなかった裏通りの建物もきれい

になってくると、ここを整備した意味も出てくると思いますので、それを期待したいですね。 

（事務局）ここはシャッターが閉まった店が並んでいましたが、ご協力いただいて撤去できてき

たので、それにより日が当たる部分が出てきて、周辺の方も、人目にさらされるということ

を意識してくれることも二次的効果として期待できます。 

（委員）イベントなどに部分的に使うにあたって、コンセントなども用意されているといいのか

なと思います。最近では足元に何箇所かあらかじめ用意しておくようなこともあります。 

   また、植栽は公園街路課などが管理するのですか。 

（事務局）基本的には都市施設ということで、まとまった形での管理ということになると思いま

す。工事の段階で、管理課については定めていきたいと思います。 

（委員）花壇などは、地域の人たちや町内会などのの管理にして、日々花があるようにしておく

と、ベンチに座ろうという気になるかもしれません。 
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（事務局）現状でも、ほたてさんの前あたりに花壇があって、そこは市民団体の方で管理してい

ただいているので、管理についても、市民のみなさんの力を借りながら常に花が咲いている

ように、そのあたりも含めて検討していきたいと思います。 

（委員）イベントなどの関連で、キッチンカーが入って賑わいをつくるというようなことは想定

していますか。 

（事務局）どこまで車が入って、どこまでのスペースが使えるかというのはありますが、出来な

くは無いと思います。今後、ここの管理、どのように使っていくかの詳細を決めていく中で、

そういったキッチンカーなどを何台か並べて賑わいをつくっていくなど、そういったことま

での使用形態を考えた管理規約を定める、そういったことも含めて考えていきたいと思いま

す。 

（委員）賑わいを創出するのに一番は食べ物だと思うので、是非。 

（事務局）やるとすればここだけではなく、モール５０５までを含めた作業になると思います。 

（委員）ここが無くなると、モール５０５の高架下のところが見通せて、より明るくなるので、

視線も人の流れも向いて欲しいなと思います。そういう導入部としての位置づけもあるのか

なと思います。 

（委員）舗装は車道用になっているのですか。 

（事務局）車の乗り入れは想定していなかったので、歩道用の舗装になっています。 

（委員）一時的なら大丈夫ですよね。 

（事務局）常時走っているような場合でなければ大丈夫かと思います。例えば車が入るところは

養生したりということもできるかと思います。 

 

（野中会長）他に質問がなければ、その他事務局から何かあればお願いします。 

（事務局）屋外広告物条例について、予定では９月に議会に提出して、１月から施行となってい

ますが、現在検察との協議を行っていて、場合によっては３ヶ月、次の議会までずれ込むか

もしれないということをあらかじめ申し上げておきます。 

 

■閉会 

（野中会長）以上で本日の協議事項は全て終了となります。 

（事務局）以上を持ちまして、第 1回の景観審議会を閉会させて頂きます。 


